専門資
格
品質重
視の施のある
工業者

広島で雨漏れ・外壁塗装のリフォームをお考えなら必見！築10〜20 年なら 0 円で施工できるかも！

外壁塗装・リフォームは信頼の地元専門店へ
安心・安全の
自社施工！

一般住宅からビル工事まで、防水塗装工事なら地元密着型業者の信頼と技術・責任施工の当社まで！

建物診断・調査・見積もり無料！
お家 のメンテナンス
メンテナンスのメリット
1. 住み慣れた家が快適に
リフォームの魅力は、住み慣れた家での快適な生活。
車に例えると、洗車もしてない車よりは
キレイな車に乗りたいですよね。
住み慣れた地域と環境で過ごせる事が
1番じゃないでしょうか？
リフォームする事で、見た目は新築同様になります！

まずはお気軽にご相談ください

現金負担 0 円 でリフォーム！？
条件は 3つだけ！
住宅ローン残高

住宅ローン残期間

現在の金利

1,000 万円以上

10 年以上

1.5% 以上

2. 工事期間も価格もお手軽
工事期間が短く予算も安いため、早急にデザインや機能
の改善をしたいという場合にも大きなメリットになります。
制度ごとに定められた条件を満たせば、
（1） 所得税の控除、（2） 固定資産税の減額措置、
（3） 贈与税の非課税措置
の3つの税の優遇を受けることができます !

メンテナンスしないデメリット
1. 修繕工事が大規模になってしまう
リフォームをしないデメリットは、
欠損部分から腐食が始まり、
下地からの修繕が必要となること。
つまり、工事が大掛かりになってしまいます。
当然、耐用年数も下がります。

2. メンタル面にも悪影響を及ぼしてしまう
快適な居住空間でなければ、気持ちが落ち込みます。
周囲の目が気になり、
環境的にどこか落ち着かないと感じることも。
メンタル的にもより良い環境で生活する事が、
穏やかに過ごせる秘訣だと思います。

施工後

施工例1
外壁・屋根塗装工事・床下害虫駆除薬剤散布
カビや屋根苔等の発生があり、防カビ塗装で塗替えしました。

住宅ローンの借り換えには専門知識が必須です
フィナンシャルプランナーがサポートいたします
築 10 年 ・ 本金 2,000 万円 ・ 残期間 25 年 ・ 金利 2.5% の人が
金利 0.875% に借り換えて 220 万円 （諸経費込み） のリフォームをした場合
金利 219万円 削減
現在金利 2.5％
金利 439万円 削減
リフォーム 約 220 万円
約 691万円
借り換え 金利 0.875% 約 252万円 金利 0.875% 約 252万円
元金 2,000万円

元金 2,000万円

元金 2,000万円

リフォームは信頼できる業者を！
大事なお家を、 完全自社施工で
責任持ってリフォームいたします

勝矢防水工業は、
信頼できる地元広島の専門店です !

施工後

施工例2
システムキッチン取替工事
老朽化と、 孫が出来たので改装しました。

広島県知事許可 （般 -27） 第 35495 号
KATSUYA

HPからもご相談を
お待ちしています

（株） 勝矢防水工業

所在地 ：〒733-0815 広島県広島市西区己斐上 4 丁目 26-16

TEL： 082-273-1109

施工写真の閲覧は
Facebookへ！

休業日 ： 日曜日 ・ 祝日
受付時間 ： 9:00 ～ 18:00

FAX ： 082-299-2228 MAIL ： katsuyabousuikougyou@taitan.ocn.ne.jp

全
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こんな工事を承っております！

安

お客様からのご感想！
住宅ローンを見直したい！
予算の関係で一部しかリフォームしていない
電気代を安くしたいので太陽光パネルを考えている

呉市焼山
A様宅

屋根の苔等、気になっていました。
職人さんも感じ良く、
丁寧な仕事をして頂けたと思います。
住宅ローンの借り換えも
上手くやって助かりました。

防水工事
屋上防水工事・ベランダ防水工事、田島ルーフィング
中国防水改修事業センター組合員
塩化ビニールシート絶縁工法
ウレタン塗膜防水・オルタックエース使用
保証書は、シート系防水は10 年塗膜防水は5年

親の介護のためにバリアフリーを考えている

リフォーム資金がない...

そんな方は 0円リフォームがおすすめです
さらに
！

防水塗装をするとこんないいことも...

・ 紫外線や雨風などによる外壁の劣化 ・ 腐食を防ぎ、 住宅 ・ 建物の寿命が伸びます
・ 新しい防水塗料素材は、 人と環境に優しく 、 防カビ にも大きな効果を発揮します
・ 夏は涼しく冬は暖かい、 冷暖房効率のよい エコ＆省エネ の住宅になります
・ シロアリ発生の予防 になります

よくある質問

床 :TAJIMA タイルカーペット / 壁 : リリカラクロス
その他メーカーも取り揃えております。
ホルムアルデヒド0.2㎎以下の建築基準
F☆☆☆☆の材料を使用しています。

第
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画像

画像

大工工事

外壁工事

シーリング工事

左官工事

トイレ工事

ユニットバス
工事

一般住宅でだいたい 1週間ほどです

Q 外壁の防水塗装は定期的に必要ですか？
一般的な防水材の寿命は約 10年となっておりますので、
遅くとも 12年に 1回は施工をおすすめいたします。

Q 建物診断 （建物調査） では何をしてくれますか？
建物の問題が起きやすい箇所を目視確認し、
問題があった場合にはご報告いたします。
ご要望があれば写真撮影もいたします。

店舗工事
お好み焼き屋さんの施工の様子

QR
エクステリア工事

『創業 20 年以上の安心と実績』

平成12年6月に創業、コツコツと仕事をこなし今現在まで、
大勢のお客様に支えられて来ました。
一番の喜びは、工事完了後に満足頂けた時ですね。
うちの会社は飛込みの訪問販売は致しません。お客様の紹介や、
以前施工させて頂いたお宅からのご相談が主です。
チラシを見てご相談出来る事があれば、ご連絡をお待ちしております。

専門資格を持った腕の確かなスタッフが
安心の自社施工を行います

サイクルポート取り付け工事の様子

（株） 勝矢防水工業

二級建築施士

所在地 ：〒733-0815 広島県広島市西区己斐上 4 丁目 26-16

一級建築防水技能士

プルーフプランナー

TEL：082-273-1109

お気軽にご相談ください！

画像

エクステリア工事

小料理屋さんの施工の様子

フェンス取り付け工事の様子

画像
画像

広島市、 福山市、 呉市、 東広島市、 尾道市、 廿日市市、 三原市、 三次市、 府中市、 庄原市、 安芸高田市、 竹原市
江田島市、 大竹市、 府中町、 海田町、 熊野町、 北広島町、 世羅町、 神石高原町、 坂町、 大崎上島町、 安芸太田町
広島県知事許可 （般 -27） 第 35495 号

KATSUYA

画像

店舗工事

対応可能エリアは広島県全域！

一級建築塗装技能士

二級建築施工管理技士

全

Q 外壁の防水塗装に必要な期間は？

その他のよくある質問は HP をご覧ください！

代表より

折半屋根エアレス吹付 ・ 日本ペイント
遮熱塗料 ・ サーモアイ使用
外壁塗装は基本的に手塗作業です。 材料は
出来るだけ低汚染環境型塗料を使用しています。

内装工事

社長と高校の同級生だった事もあり相談
したところ、快くやってもらい助かりました。
イメージ通りのお店が作れました。
オープンの際は、手伝ってくれる優しい社
中区舟入中町 長です。（少し顔は怖いけど）
お好み焼き BAKUDAI 様 ありがとうございました。

リフォームはしたいけど現金を出してまでやりたくない

画像

塗装工事

安

HPからもご相談を
お待ちしています
施工写真の閲覧は
Facebookへ！
休業日 ： 日曜日 ・ 祝日
受付時間 ： 9:00 ～ 18:00

FAX ： 082-299-2228 MAIL ： katsuyabousuikougyou@taitan.ocn.ne.jp

ナカヤ
酒店さん

焼肉
トラジ
さん
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